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『いよいよ雨
いよいよ雨やどり』
やどり』いよいよスタートです！！
いよいよスタートです！！
内覧会を終えたピカピカの家に家具や生活道具が運び込まれ、12/3(土)より、ついに『いよいよ雨や
どり』がスタートしました。『いよいよ雨やどり』は『ついつい雨やどり』の2つめの共同生活住居とい
う位置づけになるため、事業所としては『ついつい雨やどり』になります。そのため、『ついつい雨やど
り』が16人の大家族になりました。加えて、4人がお泊りのできる家にも
なっています。
当初は、『いよいよ雨やどり』に全員新しい入居者を迎える予定でしたが、
建物の特性、入居者の相性、生活リズムの違い等を考慮し、ついつい雨やどり
より4名が引越しを行い、新たに3名の入居者を迎える事になりました。つい
つい雨やどりとの最も大きな違いは、食堂以外にみんなが集える空間が無い事
です。ついつい雨やどりには団欒室があり、自然とみんなが集まり、仲間と共
に楽しい時間を過ごしています。ショートステイに来ている方も日中一時預か
りで来ている方も加わり、大人と子供の世代間交流も自然と行われています。にぎやかを通り越して騒が
しい事もしばしば…。いよいよには団欒室の様なみんなが過ごせる場所が無いため、基本的に居室で過ご
す事が好きな方、静かな環境が好きな方に入居していただきました。そのため、ついつい雨やどりとは対
照的に、とても静かでゆったりとした空間になり、入居者の生活も自然とゆったりと流れていきます。
今回、ついつい雨やどりから引っ越してきた方の中には、環境が変わった事で今まで以上に穏やかな生
活を送る事ができている方もいます。住む方が、自分に
合った環境を選ぶことができる幸せと大切さを、改めて実
感しました。それと共に“様々なGH・CHがもっと沢山
必要なんだ！！”と、心から感じています。
温かな雰囲気を感じに、是非遊びに来てください。お待ち
しています♪（担当 北川）

ついつい雨
ついつい雨やどりがリニューアルしました
イマジン通信vol.44でお知らせしました『ついつい雨やどり』の平成23年度障害者自立支援基盤整備
事業の助成による床補強工事及び浴室改修工事が終了し、1階部分を大幅にリニュアールしました。１階
の床板全面が補強され、ちょっと走り回ったくらいではビクともしません。安定感が増すと共に床から来
る冷え込みもなくなり、保温性も増しています。開き戸だった扉も全て大きな引き戸に取替えられ、使い
やすくなりました。脱衣室から浴室は段差が解消され、広さも以前の2倍に！！今まで入浴を断念してい
た重症心身障害者の方も、介助の必要な児童の方もゆったりと入浴が可能となりました。また、大家であ
る丸紅さんのご好意で、今回の助成対象ではなかった1階トイレも改修していただく事ができました。毎
朝、順番待ちが発生する事が多かった男性用トイレが2つに増え、体格等によって使い分けられる様にな
りました。個室も今までの倍の広さにもなり、トイレ入口から真っ直ぐに車椅子のままで入る事が可能に
なりました。多くの方に利用していただけるよう、大切に使っていきたいと思います。ご協力いただいた
皆様、本当にありがとうございました。（担当 北川）
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いよいよ雨
いよいよ雨やどり内覧会
やどり内覧会を
内覧会を行いました！！
いました！！
11/28(月)、29(火)に｢いよいよ雨やどり｣の内覧会が行
われました。朝、早くから多くの利用者、関係各位の皆様
に内覧して頂きました。ありがとうございました。新築の
香りがする中、1階・２階と自由に見て廻って頂きました。
１階は食事スペースをメインに居室・お風呂・トイレ、２
階は居室をメインの建物となっています。一般の家と比べ
ると間取りや造りに違いもあり、施設として考えると不十分な部分も多々ありますが、入居される方を一
番に考え、車いす対応の方が泊まりに来ても不便さはあっても十分に生活できる“家”となっています。
まだ、家具などは無く、生活感の感じられない建物内でしたが、そこに入居される方々のために多くの意
見や感想を聞かせていただきました。
12/12(月)には、イマジンスタッフの内覧会を行いました。普段はヘルパーや世話人として支援をし
ている仲間たちです。春からの建設の様子を温かく見守りながら、「どんな家になるんだろう?」「誰が
住むのかな?」とワクワクしながらも日々の支援をしてきました。晴れて
いよいよ目の当たりにすると全員がどこか“我が家”を見るかのごとく笑
顔で嬉しそうでした。直接、建設にかかわった者はひとりもいなくても、
全員で力を合わせてイマジンの日々を支えてきました。その思いが笑顔と
なって表れています。
いよいよ雨やどりの周りは自然が溢れ、大きな建物がないため日当たり
も良好です。夜はとても静かで生活するにはとても暮らしやすい環境にあ
ります。ここに入居される方たちが安心で健康に暮らせるように職員一
同、今まで以上の支援をさせていただきます。（担当 杉井）

被災地に
被災地に“ほっ”
ほっ”と一息を
一息を♪
お茶摘みも終わったころ、初倉旧初茶農業協同組合の塚本澄雄様から東日本大震災の被災地に救援物資
を送るイマジンの活動を知り、大量の水出し煎茶の提供のお話をいただきました。イマジンとして何が送
れるか?何なら喜ばれるか?に頭を悩ませていた時だったので「静岡＝お茶」のひらめきと共に「ガスや
電気が来なくなってしまった地域で水出し煎茶ならお湯でなくてもイイ」と思い、暑い夏に冷たいお茶を
飲んでいただければ！とすぐに贈り先を探しました。“できたら現地の障害者の手元に届けたい”と思
い、被災地にある社会福祉協議会やNPO法人などの中から支援物資の受付をしている団体で障害者向け
の活動をしている団体を探しました。そして「被災地障がい者支援センターふくしま（福島県郡山市）」
と「被災地障がい者センターみやぎ（宮城県仙台市）」という障害当事者が支援活動を行っているCILの
２か所に送らせていただきました。先日、お礼の手紙が届きました。「静岡とは暑さが違いますが、暑い
夏に水分補給と共に静岡のお茶の味と香りを楽しみ、喉だけでなく心も潤した」とのことです。ひと時で
も“ほっ”とされたのなら、こちらが心を潤された気持ちになりました。塚本澄雄様、本当にご協力あり
がとうございました。（担当 高木）

今月の
今月の世話人のつぶやき
世話人のつぶやき （ついつい雨
ついつい雨やどり）
やどり）
1２月からいよいよ雨やどりが始まり、ついついで生活されていた4名がいよいよへ引っ越し、新しい
入居者さんが２名、ついついに入居しました。１１月下旬からついついで生活してきた4名が空いた時間
にスタッフと一緒に引越しの準備を始め、アッという間に部屋は空っぽ。と、思ったら新しい入居者の方
の荷物がすぐに揃い、新しい部屋が出来上がりました。
ついつい全体の雰囲気もガラッと変わったように感じます。生活の動きも変わった為、今まで生活され
ていた方の流れにも影響があるかと思います。入居者さん全員にとって新しい環境になった部分もあるの
で、世話人としてそれぞれの方の日々の様子や、表情等に気を配り、皆さんが安心してゆっくり過ごせる
環境作り、雰囲気作りに配慮していきたいと思っています。（担当 南田）
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イマジンツアー＆
イマジンツアー＆ウォーキングデイサービス
◇◆ イマジンツアー（
イマジンツアー（ボウリング大会
ボウリング大会）
大会）◆◇
10/1(土)にイマジンツアー（ボウリング大会）を開催しました。参加者は、ボウリング大好きな仲間
が集まり大盛況でした。投球の仕方もみんなそれぞれで「行けー！行けー！」と声を上げる姿も見られま
した。スペアやストライクが出るたびにハイタッチをしてみんなで喜び合いました。表彰式では、いつ自
分の名前が呼ばれるか、みんなはドキドキでした。ボウリングを終えてからは、ファミレスでランチタイ
ムです。自分達で注文し支払いをします。お腹いっぱい食べ
た後はウォーキングです。駿府公園まで歩き、園内を散策し
ました。楽しい時間はあっと言う間に過ぎてしまいました。
帰り道「今度はこうして欲しい！こうした方がいい！」と
色々な意見を頂きました。少しずつ改善し、もっともっと楽
しいツアーを企画して行きたいと思います。
【結果発表】男性部門
第一位･･･桜井正芳さん 第二位･･･松本正人さん 第三位･･･増田信明さん
女性部門
第一位･･･立石友子さん 第二位･･･横山由香さん 第三位･･･片瀬光子さん

◇◆ ウォーキングデイサービス（
ウォーキングデイサービス（千葉山に
千葉山に登ろう）
ろう）◆◇
毎年恒例の秋のハイキング“千葉山に登ろう！”を11/12(土)に実施しました。昨年に続き、ウォー
キングを得意とする仲間が集まり、今年も頂上で「ヤッホーッ！！」と叫ぶことができました。今回は小
学生の望月郁弥くんが初参加で成人に混じって登頂しました。頂上で食べるお弁当
は美味かったね♪遠くに海がきれいに見えたね♪サワガニも見つけたね♪とても充
実した一日となりました。毎年、年を取るのは私だけではないはずですが･･･みんな
は、益々パワー全開です。途中、すみちゃんパワーが減少し、雄ちゃんや将太くん
に手を引いてもらうなど、どちらが支援者か判らない場面も･･･（苦笑）来年の為
に、今日からまた足腰を鍛えます！
☆毎回、沢山の応募を頂きまして本当にありがとうございます。次回のウォーキングデイサービスで
は、これも恒例となっています“初詣に行こう！”を1/8(日)行う予定です。皆様の応募をお待ちしてお
ります。（担当 鈴木純）

☆ふれあいサロン☆
ふれあいサロン☆
☆★ 飛び出すカードをつくろう ★☆
10/16(日)に参加者３名と、ボランティアの方1人で“飛び出すカード”づくりをして過ごし
ました。今回は器用な方が揃い、「一緒に作ろう」といった
自分が一番遅く、皆さんに待っていただく場面も…カードは
それぞれ個性あるものができあがり、最後はお互いのカード
を見せ合ってのんびりとした時間を過ごす事が出来ました。
☆★ みんなでお話
みんなでお話しよう ★☆
11/20(日)に2組のご家族の方と２名の障害当事者の方で休日の午後の談話のひと時を過ごし
ました。クッキーに絵を描いて、お互いの作品を披露しあいながら会話も弾みます。盛り上がっ
ているところに大井川川越し遺跡を散策していた方が休憩に立ち寄ってくださり、突然のお客様
も交えて楽しい時間を過ごしました。初めて参加してくださった方や、サロンに来ることを楽し
みにしている方など、輪が少しずつ広がっていくのを感じ
ました。障害当事者の集いの場として続けてきたふれあい
サロンですが、今後は地域の方々との交流の場として気軽
に休憩に立ち寄っていただけるような空間を提供していき
ます。（担当 塚本）
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平成23
平成23年度
まだ大募集中です
23年度の
年度の正会員 まだ大募集中
大募集中です！
です！
日ごろからイマジンの活動にご理解、ご協力をいただきありがとうございます。ＮＰＯ法人に
とって正会員は必要不可欠な存在です。年会費の受付は常時行なっています。新規の会員も継
続の会員も大歓迎です。年会費はイマジンまでお持ちになっても下記口座まで振り込まれても
結構です。また、イマジンのサービスを利用されている方は年会費の引き落としも可能ですの
で、お申し付けください。イマジンの活動に引き続きご協力・ご支援をお願い致します。
【年会費】正会員
【振込先】

5,000円

・賛助会員(個人)

1,000円

・賛助会員(団体)

20,000円

静岡銀行 島田支店 普通 0606771
特定非営利活動法人イマジン 理事長 澤島直通

◆ 平成２３
平成２３年度
２３年度の
年度の会員になっていただき
会員になっていただき誠
になっていただき誠にありがとうございます。
にありがとうございます。
【正会員】
☆ 市川 健一
☆ 大塚 健史
☆ 小園 誠二
☆ 佐々木輝夫
☆ 高木 有幸
☆ 彦坂 和弘
☆ 八木 はる

様
様
様
様
様
様
様

☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆

岩崎
掛本
酒井
塩沢
竹内
兵庫
山河

寧子 様
さえ子 様
勝利 様
満様
増美 様
信男 様
勇治 様

☆ 榎田 浩幸 様
☆ 片山 優 様
☆ 榊原 顕寿 様
☆ 杉本美代子 様
☆ 田中 義則 様
☆ 松本 聖市 様
☆ 山本 珠美 様

☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆

大柄 和彦 様
河原 均 様
櫻井 雅彦 様
鈴木 利春 様
堤 英子 様
村上 操 様
和出 文子様

地域とのコミュニケーションの場として“ふれあいサロン”につ
いつい寄ってけ市や島田の川越し祭りなど毎回完売のこだわりの手
羽先やパン屋さん、アクセサリー雑貨屋さんが出店します。大井川
川越し遺跡街並みをお散歩のついでに温かいお茶でホッと一息♪
ノスタルジックな空間でおしゃべりを楽しんでください。お気軽にお越しくださいね。
日程：平成24年1月15日(日)、2月19日(日) １時～４時

/

会場：島田市河原町

会場の荷縄屋です♪

荷縄屋

山田昌治くん ♡結婚
結婚しちゃいました
結婚しちゃいました♡
しちゃいました
ヘルパー・世話人として活躍中!?の山田昌治くんが11月12日(土)にめでた
くご結婚されました。
「2011年11月12日に入籍しました。家庭を持ち今後仕事もより一生懸命に
がんばります。（本人談）」
本当におめでとうございます♪お幸せに♪

【 連絡先 】
特定非営利活動法人 イマジン
障害者支援センターイマジン
初倉事務所 (ついつい雨
障害者支援センターイマジン
ついつい雨やどり隣
やどり隣)
〒427-0022 静岡県島田市本通二丁目4-20
TEL 0547-34-3370 FAX 0547-34-3371
e-mail imagine@za.tnc.ne.jp
http://www3.tokai.or.jp/imagine/
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